
日 本 の 文 学 賞

【文学一般】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

1 いける本大賞
(新風賞 特別賞)

第5回
紙つなげ!彼らが本の紙を
造っている

佐々 涼子∥著 早川書房 585.067/ｻｻ

2 伊藤整文学賞 小説部門 第25回 渡良瀬 佐伯 一麦∥著 岩波書店 913.6/ｻｴ

3 伊藤整文学賞 評論部門 第25回 国境 完全版 黒川 創∥著 河出書房新社 910.26/ｸﾛ

4 大佛次郎賞 第41回 吉田健一 長谷川 郁夫∥著 新潮社 910.268/ﾖｼ

5 角川財団学芸賞 第12回 戦争の日本中世史 呉座 勇一∥著 新潮社 210.4/ｺﾞｻﾞ

6 角川財団学芸賞
(石橋湛山賞)

第12回 永続敗戦論 白井 聡∥著 太田出版 319.1/ｼﾗ

7 河合隼雄学芸賞(石橋湛山記念早稲
田ジャーナリズム大賞 文化貢献部門)

第2回 首里城への坂道 与那原 恵∥著 筑摩書房 753.8/ｶﾏ

8 河合隼雄物語賞
(歴史時代作家クラブ賞 作品賞)

第3回 かたづの! 中島 京子∥著 集英社 K/913.6/ﾅｶ

9 菊池寛賞
(新聞協会賞)

第62回 老いてさまよう
毎日新聞特別報道グ
ループ∥編著

毎日新聞社 493.758/ｵｲ

10 群像新人文学賞 第57回 吾輩ハ猫ニナル 横山 悠太∥著 講談社 913.6/ﾖｺ

11
芸術選奨・文部科学大臣賞
評論等部門(新田次郎文学賞)

第65回 ひみつの王国 評伝石井桃子 尾崎 真理子∥著 新潮社
Q/910.268/
ｲｼ

12 司馬遼太郎賞 第18回 ノボさん 伊集院 静∥著 講談社 913.6/ｲｼﾞ

13 新風賞 第49回
学年ビリのギャルが1年で偏差
値を40上げて慶應大学に現役
合格した話

坪田 信貴∥著 KADOKAWA Y/376.8/ﾂﾎﾞ

14 新風賞 特別賞
(いける本大賞)

第49回
紙つなげ!彼らが本の紙を
造っている

佐々 涼子∥著 早川書房 585.067/ｻｻ

15 新田次郎文学賞(芸術選奨・文部科
学大臣賞 評論等部門)

第34回 ひみつの王国 評伝石井桃子 尾崎 真理子∥著 新潮社
Q/910.268/
ｲｼ

16 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 第24回 ナツェラットの男 山浦 玄嗣∥著 ぷねうま舎 K/913.6/ﾔﾏ

【小　説】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

17 アガサ・クリスティー賞 第4回 しだれ桜恋心中 松浦 千恵美∥著 早川書房 913.6/ﾏﾂ

18 芥川龍之介賞 第151回 春の庭 柴崎 友香∥著 文藝春秋 913.6/ｼﾊﾞ

19 芥川龍之介賞 第152回 九年前の祈り 小野 正嗣∥著 講談社 913.6/ｵﾉ

20 鮎川哲也賞 第24回 Bハナブサへようこそ 内山 純∥著 東京創元社 913.6/ｳﾁ

21 江戸川乱歩賞 第60回 闇に香る噓 下村 敦史∥著 講談社 913.6/ｼﾓ

22 エネルギーフォーラム小説賞 第1回 カムパネルラのつぶやき 昭島 瑛子∥著
エネルギーフォー
ラム

913.6/ｱｷ

23 織田作之助賞 第31回 阿蘭陀西鶴 朝井 まかて∥著 講談社 913.6/ｱｻ

24 織田作之助賞 第31回 世界でいちばん美しい 藤谷 治∥著 小学館 913.6/ﾌｼﾞ

25 角川春樹小説賞 第6回 私が愛したサムライの娘 鳴神 響一∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ﾅﾙ

26 川端康成文学賞 第40回 すっぽん心中 戌井 昭人∥著 新潮社 913.6/ｲﾇ

27 「このミステリーがすごい!」大賞 第13回 女王はかえらない 降田 天∥著 宝島社 913.6/ﾌﾙ

＊賞名の読み50音順に記載しています。 
＊賞の分類は、日外アソシエーツ株式会社編『最新文学賞事典 2009- 
 2013』(2014)によりました。 
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

28 ゴールデン・エレファント賞大賞 第4回 ウェーブ 時武 ぼたん∥著 枻出版社 913.6/ﾄｷ

29 小学館文庫小説賞 第15回 ハガキ職人タカギ! 風 カオル∥著 小学館 Y/913.6/ｶｾﾞ

30 小説現代長編新人賞 第9回 小旋風(つむじかぜ)の夢絃 小島 環∥著 講談社 913.6/ｺｼﾞ

31 小説すばる新人賞 第27回 砂漠の青がとける夜 中村 理聖∥著 集英社 913.6/ﾅｶ

32 小説宝石新人賞 第7回 敬語で旅する四人の男 麻宮 ゆり子∥著 光文社 913.6/ﾏﾐ

33 新潮新人賞 第45回 太陽・惑星 上田 岳弘∥著 新潮社 913.6/ｳｴ

34 新潮新人賞 第46回 指の骨 高橋 弘希∥著 新潮社 913.6/ﾀｶ

35 新潮ミステリー大賞 第1回 サナキの森 彩藤 アザミ∥著 新潮社 K/913.6/ｻｲ

36 すばる文学賞 第38回 島と人類 足立 陽∥著 集英社 913.6/ｱﾀﾞ

37 すばる文学賞 第38回 みずうみのほうへ 上村 亮平∥著 集英社 913.6/ｶﾐ

38 ダ・ヴィンチ「本の物語」大賞 第1回 初恋は坂道の先へ 藤石 波矢∥著 KADOKAWA Y/913.6/ﾌｼﾞ

39 太宰治賞 第30回 コンとアンジ 井鯉 こま∥著 筑摩書房 913.6/ｲｺ

40 Twitter文学賞 海外作品 第5回 愉楽 閻 連科∥著 河出書房新社 923.7/ｴﾝ

41 直木三十五賞 第151回 破門 黒川 博行∥著 KADOKAWA 913.6/ｸﾛ

42 直木三十五賞 第152回 サラバ! 上下 西 加奈子∥著 小学館 913.6/ﾆｼ1・2

43 中山義秀文学賞 第20回 峠越え 伊東 潤∥著 講談社 913.6/ｲﾄ

44 日経小説大賞 第6回 女たちの審判 紺野 仲右ヱ門∥著
日本経済新聞出
版社

913.6/ｺﾝ

45 日本医療小説大賞
(本屋大賞)

第4回 鹿の王 上下 上橋 菜穂子∥著 KADOKAWA
J/913/ｳｴ
/1・2

46 日本ミステリー文学大賞新人賞 第18回 十二月八日の幻影 直原 冬明∥著 光文社 913.6/ｼﾞｷ

47 ハヤカワSFコンテスト 大賞 第2回 ニルヤの島 柴田 勝家∥著 早川書房 913.6/ｼﾊﾞ

48 舟橋聖一文学賞 第8回 加賀開港始末 谷 甲州∥著 中央公論新社 913.6/ﾀﾆ

49 文藝賞 第51回 死にたくなったら電話して 李 龍徳∥著 河出書房新社 913.6/ｲﾖ

50 文藝賞 第51回 アルタッドに捧ぐ 金子 薫∥著 河出書房新社 913.6/ｶﾈ

51 本屋大賞
(日本医療小説大賞)

2015年 鹿の王 上下 上橋 菜穂子∥著 KADOKAWA
J/913/ｳｴ
/1・2

52 山田風太郎賞 第5回 二千七百の夏と冬　上下 荻原 浩∥著 双葉社 913.6/ｵｷﾞ

53 横溝正史ミステリ大賞 第34回 神様の裏の顔 藤崎 翔∥著 KADOKAWA 913.6/ﾌｼﾞ

54 歴史時代作家クラブ賞 作品賞
(河合隼雄物語賞)

第4回 かたづの! 中島 京子∥著 集英社 K/913.6/ﾅｶ

【記録文学 ・ 評論 ・ 随筆】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

55 石橋湛山賞
(角川財団学芸賞)

第35回 永続敗戦論 白井 聡∥著 太田出版 319.1/ｼﾗ

56
石橋湛山記念早稲田ジャーナリ
ズム大賞 文化貢献部門
(河合隼雄学芸賞)

第14回 首里城への坂道 与那原 恵∥著 筑摩書房 753.8/ｶﾏ

57 大宅壮一ノンフィクション賞 第46回 捏造の科学者 須田 桃子∥著 文藝春秋 460.7/ｽﾀﾞ

58
潮アジア・太平洋ノンフィクション
賞

第2回 隣居 田口 佐紀子∥著 潮出版社 222.077/ﾀｸﾞ

59 大佛次郎論壇賞 第14回 原子力損害賠償制度の研究 遠藤 典子∥著 岩波書店 369.36/ｴﾝ

60 開高健ノンフィクション賞 第12回 ジャスミンの残り香 田原 牧∥著 集英社 302.27/ﾀﾊ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

61 角川源義賞 歴史研究部門 第36回 日本中世境界史論 村井 章介∥著 岩波書店 210.4/ﾑﾗ

62 角川源義賞 文学研究部門 第36回 近松浄瑠璃の作劇法 原 道生∥著
八木書店古書出
版部

912.4/ﾊﾗ

63 講談社科学出版賞 第30回 大栗先生の超弦理論入門 大栗 博司∥著 講談社 Y/429.6/ｵｵ

64 講談社ノンフィクション賞 第36回 しんがり 清武 英利∥著 講談社 338.17/ｷﾖ

65
サントリー学芸賞 政治・経済部
門

第36回 先進国・韓国の憂鬱 大西 裕∥著 中央公論新社 312.21/ｵｵ

66
サントリー学芸賞 政治・経済部
門

第36回
なぜ日本の公教育費は少な
いのか

中澤 渉∥著 勁草書房 373.4/ﾅｶ

67
サントリー学芸賞 芸術・文学部
門

第36回 言語起源論の系譜 互 盛央∥著 講談社 801.02/ﾀｶﾞ

68
サントリー学芸賞 芸術・文学部
門

第36回 映画音響論 長門 洋平∥[著] みすず書房 778.21/ﾐｿﾞ

69
サントリー学芸賞 思想・歴史部
門

第36回 天体建築論 本田 晃子∥著 東京大学出版会 523.38/ﾎﾝ

70
サントリー学芸賞 思想・歴史部
門

第36回 復興文化論 福嶋 亮大∥著 青土社 910.2/ﾌｸ

71
サントリー学芸賞 社会・風俗部
門

第36回 儒学殺人事件 小川 和也∥著 講談社 210.52/ｵｶﾞ

72
サントリー学芸賞 社会・風俗部
門

第36回 木琴デイズ 通崎 睦美∥著 講談社 762.1/ﾋﾗ

73
小学館ノンフィクション大賞 優秀
賞

第21回
ゆめいらんかね やしきたか
じん伝

角岡 伸彦∥著 小学館 767.8/ﾔｼ

74
小学館ノンフィクション大賞 優秀
賞

第21回 卵子探しています 宮下 洋一∥著 小学館 495.48/ﾐﾔ

75 新書大賞
2015年
(第8回)

地方消滅 増田 寛也∥編著 中央公論新社 334.31/ﾏｽ

76 新聞協会賞
(菊池寛賞)

2014年度 老いてさまよう
毎日新聞特別報道グ
ループ∥編著

毎日新聞社 493.758/ｵｲ

77 日経・経済図書文化賞 第57回 労働時間の経済分析
山本 勲∥著
黒田 祥子∥著

日本経済新聞出
版社

366.32/ﾔﾏ

78 日経・経済図書文化賞 第57回 日本の住宅市場と家計行動 瀬古 美喜∥著 東京大学出版会 365.31/ｾｺ

79 日本エッセイスト・クラブ賞 第62回 辞書になった男 佐々木 健一∥著 文藝春秋 813.1/ｻｻ

80 日本エッセイスト・クラブ賞 第62回 天才と異才の日本科学史 後藤 秀機∥著 ミネルヴァ書房 402.106/ｺﾞﾄ

81 日本翻訳出版文化賞 第50回 アメリカ西漸史
ブルース　カミングス∥著
渡辺 将人∥訳

東洋書林 253/ｶﾐ

82 毎日出版文化賞 文学・芸術部門 第68回 ゼツメツ少年 重松 清∥著 新潮社 913.6/ｼｹﾞ

83 毎日出版文化賞 自然科学部門 第68回
ペンギンが教えてくれた物理
のはなし

渡辺 佑基∥著 河出書房新社 481.7/ﾜﾀ

84 毎日出版文化賞 人文・社会部門 第68回 明と暗のノモンハン戦史 秦 郁彦∥著 PHP研究所 210.7/ﾊﾀ

85 毎日出版文化賞 書評賞 第68回 読書脳 立花 隆∥著 文藝春秋 019.9/ﾀﾁ

86 毎日出版文化賞 特別賞 第68回
小説フランス革命 シリーズ
革命のライオン ほか

佐藤 賢一∥著 集英社 913.6/ｻﾄ

87 宮沢賢治賞 第24回 画本風の又三郎 藤城 清治∥影絵 講談社 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ

88 吉田秀和賞
(サントリー学芸賞 社会・風俗部門)

第24回 木琴デイズ 通崎 睦美∥著 講談社 762.1/ﾋﾗ

89 読売・吉野作造賞 第16回 日本占領史1945-1952 福永 文夫∥著 中央公論新社 210.762/ﾌｸ

90 労働関係図書優秀賞 第37回
成人キャリア発達とキャリア
ガイダンス

下村 英雄∥著
労働政策研究・研
修機構

366.29/ｼﾓ

91 労働関係図書優秀賞 第37回 検証・学歴の効用 濱中 淳子∥著 勁草書房 371.3/ﾊﾏ

【詩 ・ 短歌 ・ 俳句】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

92 葛原妙子賞 第11回 リアス/椿 梶原 さい子∥著 砂子屋書房 911.168/ｶｼﾞ

93 現代短歌新人賞 第15回 さやの響き 富田 睦子∥著 本阿弥書店 911.168/ﾄﾐ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

94 現代短歌大賞 第37回 標のゆりの樹 蒔田 さくら子∥著 砂子屋書房 911.168/ﾏｷ

95 現代俳句協会賞 第69回 秋の道(タオ) 安西 篤∥著 角川書店 911.368/ｱﾝ

96 藤村記念歴程賞
(三好達治賞)

第52回 海へ 高橋 順子∥著 書肆山田 911.56/ﾀｶ

97 日本歌人クラブ評論賞 第13回 現代秀歌 永田 和宏∥著 岩波書店 911.16/ﾅｶﾞ

98 三好達治賞
(藤村記念歴程賞)

第10回 海へ 高橋 順子∥著 書肆山田 911.56/ﾀｶ

【児童文学 ・ 絵　本】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

99 朝日学生新聞社児童文学賞 第5回 言葉屋 久米 絵美里∥作 朝日学生新聞社 J/913/ｸﾒ

100
いたばし国際絵本翻訳大賞(英語
部門)最優秀翻訳大賞(カナダ総督
文学賞 児童書部門(絵))

第20回 きょうは、おおかみ
キョウ　マクレア∥文
イザベル　アーセノー∥絵
小島 明子∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ﾏ

101 小川未明文学賞 大賞 第22回 影なし山のりん 宇佐美 敬子∥作 学研教育出版 J/913/ｳｻ

102 講談社絵本新人賞 第35回 てがみぼうやのゆくところ 加藤 晶子∥作 講談社 ｴﾎﾝ/ｶ

103 講談社出版文化賞絵本賞 第46回 ボタ山であそんだころ 石川 えりこ∥さく　え 福音館書店 ｴﾎﾝ/ｲ

104 産経児童出版文化賞 大賞 第62回 きみは知らないほうがいい 岩瀬 成子∥作 文研出版 J/913/ｲﾜ

105 産経児童出版文化賞 JR賞 第62回 ニワシドリのひみつ 鈴木 まもる∥文　絵 岩崎書店 J/488/ｽｽﾞ

106 産経児童出版文化賞 美術賞 第62回 いしをつんだおとこ あきやま ただし∥著 ハッピーオウル社 ｴﾎﾝ/ｱ

107
産経児童出版文化賞 産経新聞
社賞

第62回 町工場のものづくり 小関 智弘∥著 少年写真新聞社 J/509/ｺｾ

108
産経児童出版文化賞 ニッポン放
送賞

第62回
すがたをかえるたべものしゃし
んえほん3 かまぼこができるま
で

宮崎 祥子∥構成　文 岩崎書店 J/619/ﾐﾔ/3

109
産経児童出版文化賞 翻訳作品
賞

第62回 クララ先生、さようなら
ラヘル　ファン　コーイ∥作
石川 素子∥訳

徳間書店 J/943/ｺｲ

110 新・童話の海入選 第4回 ひま人ヒーローズ! かみや としこ∥作 ポプラ社 J/913/ｶﾐ

111 児童文芸新人賞 第44回 いっしょにアんべ! 高森 美由紀∥作 フレーベル館 J/913/ﾀｶ

112 ちゅうでん児童文学賞大賞 第16回 赤いペン 澤井 美穂∥作 フレーベル館 J/913/ｻﾜ

113
日産童話と絵本のグランプリ
童話大賞

第30回 カエルと王かん
なかじま ゆうき∥作
山田 真奈未∥絵

BL出版 ｴﾎﾝ/ﾅ

114
日産童話と絵本のグランプリ
絵本大賞

第30回 きぃちゃん ながやま ただし∥作 BL出版 ｴﾎﾝ/ﾅ

115 日本絵本賞 大賞 第20回 ふしぎなともだち たじま ゆきひこ∥作 くもん出版 ｴﾎﾝ/ﾀ

116 日本絵本賞 大賞 第20回 みずくみに 飯野 和好∥絵と文 小峰書店 ｴﾎﾝ/ｲ

117 野間児童文芸賞 第52回 あたらしい子がきて 岩瀬 成子∥作 岩崎書店 J/913/ｲﾜ

118 白泉社MOE絵本グランプリ 第2回 おいぬさま 荒戸 里也子∥著 白泉社 ｴﾎﾝ/ｱ

外 国 の 文 学 賞

【一　般】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

119 ITRA-BTHA賞シニア賞 2014年
なぜ日本は<メディアミックス
する国>なのか

マーク　スタインバーグ∥
[著]

KADOKAWA 778.77/ｽﾀ

120 アカデミー・フランセーズ賞
(高校生が選ぶゴンクール賞)

2012年 ハリー・クバート事件 上下 ジョエル　ディケール∥著 東京創元社
953.7/ﾃﾞｲ
/1・2

121
アメリカ探偵作家クラブ(MWA)エド
ガー賞 最優秀長篇賞

2014年 ありふれた祈り
ウィリアム　ケント　ク
ルーガー∥著

早川書房 933.7/ｸﾙ

122
英国推理作家協会(CWA)イアン・
フレミング・スティール・ダガー賞

2013年 時限紙幣 ロジャー　ホッブズ∥著 文藝春秋 933.7/ﾎﾂ
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No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

123 「ガラスの鍵」賞
(マルティン・ベック賞)

2013年 猟犬
ヨルン　リーエル　ホルス
ト∥著

早川書房 949.63/ﾎﾙ

124 高校生が選ぶゴンクール賞
(アカデミー・フランセーズ賞)

2012年 ハリー・クバート事件 上下 ジョエル　ディケール∥著 東京創元社
953.7/ﾃﾞｲ
/1・2

125 全米図書賞 ノンフィクション部門 2013年 綻びゆくアメリカ ジョージ　パッカー∥著 NHK出版 285.3/ﾊﾟﾂ

126 ドイツ・ミステリ大賞 第1位 2012年 沈黙を破る者
メヒティルト　ボルマン∥
著

河出書房新社 943.7/ﾎﾞﾙ

127 ネビュラ賞 長編小説部門 2012年 2312 太陽系動乱 上下
キム　スタンリー　ロビン
スン∥著

東京創元社
933.7/ﾛﾋﾞ
/1・2

128 ヒューゴー賞 中長編小説部門 2012年 霧に橋を架ける キジ　ジョンスン∥[著] 東京創元社 933.7/ｼﾞｮ

129 フィリップ・K・ディック賞 2013年 カウントダウン・シティ ベン　H.ウィンタース∥著 早川書房 933.7/ｳｨ

130 マルティン・ベック賞
(「ガラスの鍵」賞)

2014年 猟犬
ヨルン　リーエル　ホルス
ト∥著

早川書房 949.63/ﾎﾙ

131 ラウリ・ヤンッティ賞 2014年
ムーミンの生みの親、トーベ・
ヤンソン

トゥーラ　カルヤライネン
∥著

河出書房新社 726.501/ﾔﾝ

【児童文学 ・ 絵　本】
No 賞　名 回･年 書　名 編著者等 発行所 請求記号

132
カナダ総督文学賞 児童書部門(絵)
(いたばし国際絵本翻訳大賞(英語部門)
最優秀翻訳大賞)

2012年 きょうは、おおかみ
キョウ　マクレア∥文
イザベル　アーセノー∥絵
小島 明子∥訳

きじとら出版 ｴﾎﾝ/ﾏ

133 クリスタルカイト賞 2012年 ぼくと象のものがたり リン　ケリー∥作 鈴木出版 J/933/ｹﾘ

134
ゴールデン・カイト賞 絵本・絵部門
(ボストングローブ・ホーンブック賞 絵本
部門)

2014年 トラさん、あばれる ピーター　ブラウン∥作 光村教育図書 ｴﾎﾝ/ﾌﾞ

135 シュナイダー・ファミリーブック賞 2015年 ジャガーとのやくそく
アラン　ラビノヴィッツ∥作
カティア　チエン∥絵

あかね書房 ｴﾎﾝ/ﾗ

136 スコット・オデール賞 2014年 アラスカの小さな家族
カークパトリック　ヒル∥
著

講談社 J/933/ﾋﾙ

137 全米図書賞 児童文学部門 2013年 サマーと幸運の小麦畑 シンシア　カドハタ∥著 作品社 J/933/ｶﾄﾞ

138
チルドレンズ・ブック賞 幼年向け
部門

2015年 クレヨンからのおねがい!
ドリュー　デイウォルト∥文
オリヴァー　ジェファーズ∥
絵

ほるぷ出版 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ

139 ドイツ児童文学賞 絵本部門 2014年 かあさんはどこ? クロード　K.デュボワ∥作 ブロンズ新社 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ

140 ニューベリー賞 2013年 世界一幸せなゴリラ、イバン Katherine Applegate∥著 講談社 J/933/ｱﾂ

141
ニューベリー賞 銀賞
(ロバート・F・サイバート賞)

2013年 原爆を盗め!
スティーヴ　シャンキン∥
著

紀伊國屋書店 Y/559.7/ｼｬ

142 ノルウェー文化省最優良絵本賞 2012年
なぜイヌの鼻はぬれている
の?

ケネス　スティーブン∥文
オイヴィン　トールシェーテ
ル∥絵

西村書店 ｴﾎﾝ/ｽ

143 旗と吹流し賞 2014年 ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ　ウォルツ∥作 フレーベル館 J/949/ｳｵ

144
ボストングローブ・ホーンブック賞
絵本部門
(ゴールデンカイト賞 絵本・絵部門　)

2014年 トラさん、あばれる ピーター　ブラウン∥作 光村教育図書 ｴﾎﾝ/ﾌﾞ

145
ボストングローブ・ホーンブック賞
フィクション部門

2012年 ハーレムの闘う本屋
ヴォーンダ　ミショー　ネ
ルソン∥著

あすなろ書房 933.7/ﾈﾙ

146
ボローニャ・ラガッツィ賞 フィク
ションの部 優秀賞

2014年 やくそく
ニコラ　デイビス∥文
ローラ　カーリン∥絵

BL出版 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ

147
ボローニャ・ラガッツィ賞 ノンフィ
クションの部 優秀賞

2014年 どっとこどうぶつえん 中村 至男∥さく 福音館書店 ｴﾎﾝ/ﾅ

148
ロバート・F・サイバート賞
(ニューベリー賞 銀賞)

2013年 原爆を盗め!
スティーヴ　シャンキン∥
著

紀伊國屋書店 Y/559.7/ｼｬ
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